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Setouchi Summer Institute 2017 
 

September 27 (Wed.) – 29 (Fri.), 2017 

@ Yamaguchi-ken Yuu seishounen shizen no ie 

/山口県由宇青少年自然の家 

Abstracts of the Lecture and Talks 

Ver. 2.2 

Information 

Place: the room ‘koukan-shitsu/交歓室’ in the building ‘wakamono-kouryuu-tou/若者

交流棟’ 

 

Each talker has a total of 25 minutes including 5 minutes for questions. 

 

We randomly chose the chairs from those graduate students who don’t present at 

this SSI. Please cooperate. 

 

The Chairs: 

Sept. 27 (Wed.) 19:45–21:00 Talks-A  NAGATA Ryutaro/永田 龍太郎 

Sept. 28 (Thur.) 9:00–10:15 Talks-B  TAKEUCHI Kouhei/竹内 康平 

10:30–12:00 Lecture (1st) YOKOTA Keisuke/横田 圭祐 

16:15–17:45 Lecture (2nd) TAGAWA Hiroki/田川 容輝 

19:10–20:25 Talks-C  MATSUO Yamato/松尾 大和 

Sept. 29 (Fri.) 9:00–11:20 Talks-D  KAMEI Takenari/亀井 武成 
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Abstract of Lecture 

Lecturer: NITTA Muneto/新田 宗土 (Keio Univ./慶應義塾大学, Professor) 

Title:  To be announced 

Abstract: To be announced 
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Abstracts of Talks 

Sept. 27 (Wed.) 

Talks-A 19:45–21:00 Chair: NAGATA Ryutaro/永田 龍太郎 

 19:45–20:10  SAKAMOTO Hiroki/坂本 弘樹 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: 初期宇宙の電弱真空不安定性について 

Abstract: 標準模型において，真空は不安定な状態であることが知られている．これ

は我々の宇宙が真の真空へと遷移する可能性があることを意味する．幸いこの遷移に

は宇宙年齢を超える時間が必要で，真空の不安定性は問題にはならないことが知られ

ている．ところが初期宇宙の時代においては，この問題を無視することができない．本

トークでは，この初期宇宙における真空の不安定性問題について議論する． 

 

 20:10–20:35  UENO Ryoichiro/上野 崚一郎 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: To be announced 

Abstract: To be announced 

 

 20:35–21:00  YUU Akihiro/由宇 朗大 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: CP violation and leptogenesis in three generation seesaw model 

with four-zero textures 

Abstract: Neutrino is recognized to have a tiny but non-zero mass by some 

physical phenomena, such as the neutrino oscillation. However, the Standard 

Model cannot fully describe how the neutrinos get their masses. The beyond 

Standard Model which adds the necessary modification for this problem has 

been required. 

As a possibility to solve the neutrino mass problem, the seesaw mechanism 

has been suggested. We studied the tiny masses of neutrinos by using the type-I 

seesaw mechanism. This mechanism extends the Standard Model by introducing 

heavy right-handed neutrinos. As for this attractive mechanism, we discussed the 

CP violation in neutrino oscillation with the three generations model. We also 

referred to the relationship between this model and those symmetries breaking. 

We calculated the general form of Jarlskog invariant, which is a characteristic 

invariant of CP violation, in terms of three generation Dirac mass matrices and 

three right-handed neutrino masses. The model with three generations 

completely includes the minimal-seesaw model with only two right-handed 
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neutrinos and could produces more visions. 

We consider the four zero texture model, which include minimum necessary 

parameters and classify them according to their configuration of zero or non-

zero elements. By means of this classification, we can distinguish the types which 

deduce automatically CP violation and three massless neutrinos. We performed 

numerical analysis for some models, by allocating parameters on the Dirac mass 

matrix and the lightest neutrino mass, and accept the data within the range of 

values of flavor mixing angles obtained by experiments, then refer to the 

relationship with parameters each other, and between them and physical 

quantities. These results can be prediction for physics related to, for example, 

neutrinoless double beta decay and leptogenesis. 

 

 

Sept. 28 (Thur.) 

Talks-B  9:00–10:15 Chair: TAKEUCHI Kouhei/竹内 康平 

 9:00–9:25  ODA Kin-ya/尾田 欣也 (Osaka Univ./大阪大学) 

Title: Hillclimbing Higgs inflation 

Abstract: We propose a realization of cosmic inflation with the Higgs field 

when the Higgs potential has degenerate vacua by employing the recently 

proposed idea of hillclimbing inflation. The resultant inflationary predictions 

exhibit a sizable deviation from those of the ordinary Higgs inflation. 

 

 9:25–9:50  MORIKAWA Okuto/森川 億人 (Kyushu Univ./九州大学) 

Title: Numerical simulation of the N=2 Landau-Ginzburg model 

Abstract: 2 次元 N=2 Wess-Zumino 模型は IR 極限で超共形場理論になると予想さ

れている。共形場理論の Lagrangian による記述（Landau-Ginzburg 模型）は非摂動

論的な現象であり、直接計算は非常に難しい。数値計算による検証は、超ポテンシャ

ル Φ3 の場合（A2 模型）のみ行われた。我々は、正則化された離散的運動量空間におい

て、その他の模型について数値計算を行い、スケーリング次元や中心電荷の計算によっ

て予想に対する傍証を与える。 

 

 9:50–10:15  ASANO Yusuke/朝野 佑亮 (Shimane Univ./島根大学) 

Title: Heavy neutrino mixing in the T2HK, the T2HKK and an extension of 

the T2HK with a detector at Oki Islands 

Abstract: T2K 実験を拡張し、重いアイソスピン-シングレットニュートリノの混合
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の可能性を研究した。具体的には、現在計画中の T2HK (Tokai-to-Hyper-Kamiokande) 

実験計画、T2HKK (Tokai-to-Hyper-Kamiokande-to-Korea) 実験計画、また、隠岐の

島に検出器を設置するという計画がある。これらの検出器のパラメータを用いて重い

ニュートリノが混合している可能性の他、ニュートリノの質量階層の測定、重いニュー

トリノが混合していない場合と重いニュートリノが混合している場合のフィッティン

グから重いニュートリノが存在しない場合の CP 位相の差について追及した。 

 

 

Talks-C 19:10–20:25 Chair: MATSUO Yamato/松尾 大和 

 19:10–19:35  SHIMIZU Yusuke/清水 勇介 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: Validity of Occam's Razor Approaches 

Abstract: Neutrino oscillation experiments provide us useful informations such 

as two neutrino mass squared differences and two large lepton mixing angles. In 

addition, reactor experiments have reported non-zero reactor angle. Recently, 

T2K and NOvA experiments reported the CP violating phase in the lepton sector. 

Thus, the neutrino experiments are going on a new step to observe the CP 

violating phase. 

The standard model (SM) is successful model by the discovery of the Higgs 

boson. However, there are many free parameters in the SM, especially Yukawa 

couplings. Then, we study flavor structure for the lepton sector in Occam's razor 

approaches. In this talk, we discuss the deviation from zero texture in Dirac 

neutrino mass matrix. We also discuss the CP violating phase and effective mass 

for the neutrino-less double beta decay. 

 

 19:35–20:00  MOROZUMI Takuya/両角 卓也 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: Time evolution of lepton number of the cosmic background 

neutrino 

Abstract: Time evolution of the Lepton number of the cosmic background 

neutrino is computed. Including the effect of interaction of the flavor changing 

magnetic moments type, we investigate how the lepton number density evolves 

with respect to time. 

 

 20:00–20:25  TAKATA Hiroyuki/高田 浩行  

(Tomsk State Pedagogical Univ./トムスク国立教育大学) 

Title: Lagrangian construction of Higher spin field 
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Abstract: 高階スピン理論の基礎的な部分とトムスクでの共同研究でしているラグ

ランジアンを構成する方法について説明する。現在している研究内容についての報告

も簡単にする。 

 

 

Sept. 29 (Fri.) 

Talks-D 9:00–11:20 Chair: KAMEI Takenari/亀井 武成 

 9:00–9:25  KUNIYASU Tadashi/國安 正志 (Yamaguchi Univ./山口大学) 

Title: DBI 型スカラー場の理論におけるボソン・スター 

Abstract: ボソン・スターとは、スカラー場と結合した重力理論で現れるノン・トポ

ロジカルソリトン解の一つである。これまでに多数の研究が行われてきたが、修正され

た重力理論やスカラー場の理論における議論はじゅうぶんにされていなかった。そこ

で本研究では、DBI 型スカラー場の理論における球対称定常ボソン・スター解に注目し

た。本発表では標準的な理論におけるボソン・スター解との違いや、その特徴について

述べる。 

 

 9:25–9:50  KANAMORI Issaku/金森 逸作 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: Chiral Random Matrix Theory and Chiral Susceptibility 

Abstract: カイラルランダム行列は、epsilon 領域での QCD や QCD-like 理論の 

Dirac 固有値の分布を記述できる。カイラルランダム行列を用いて、QCD(-like 理論)

のカイラル感受性を計算する方法を議論する。 

 

 9:50–10:15  SHIRAISHI Kiyoshi/白石 清 (Yamaguchi Univ./山口大学) 

Title: 帯電ボソンスターの解析的研究 

Abstract: ダークマター問題の非標準的解決策の一つとして、ボソンスターの存在

が挙げられる。スカラー場の自己結合常数が大きく、またさらに長距離斥力として働く

電磁場と電荷を導入したモデルでは、大規模大質量のボソンスター解が得られる。今回

我々は、臨界電荷に近い電荷の場合にボソンスター解の解析的近似が有効であること

を示す。 

 

10:15–10:30 15-minute break 

 

 10:30–10:55  TAKAHASHI Shunya/高橋 隼也 (Hiroshima Univ./広島大学) 
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Title: 有効理論を用いた vector like クォーク模型に対する B 中間子稀崩壊から

の制限 

Abstract: 現在の素粒子標準模型では、6 種類のクォークの存在が仮定されており、

それらはすべて実験的に発見された。しかし、クォークが現在見つかっている 6 種類

以上存在する可能性も残されている。その可能性の一つとして、標準模型に vector like

クォーク(VLQ)を加えた模型を考える。本講演では、VLQ を含む模型を解析する有用な

方法として、導入した vector like クォークを積分し有効理論を構築する。構築した有

効理論を用いて B 中間子稀崩壊の実験的制限を考慮し、VLQ のパラメーターへの制限

を示す。 

 

 10:55–11:20  TAKAGI Kenta/髙木 堅太 (Hiroshima Univ./広島大学) 

Title: ２つの右巻きニュートリノを導入したシーソー模型 

Abstract: ニュートリノのフレーバー構造を、２つの右巻きニュートリノを導入し

た模型の枠組みで研究した。ニュートリノの質量は新たに導入した S4 フレーバー対称

性を持つゲージ不変なスカラー場がゼロでない真空期待値を得ることで生成される。

我々は様々な型のディラック質量行列から得られる物理量の予言を行い、２つの右巻

きニュートリノを導入した模型における一般的な結果を得た。この解析から S. F. King 

et al. による Littlest seesaw モデルやそれに類似したモデルの結果を得ることがで

きる。 

 

 


